
新局栖久留米・筑後脂小屋・新大牟田熊本（こ・重り

新八代・新水俣駅・川内鹿児島中央駅（※2）

佐賀・長崎・諌早・佐世保駅

中津・大分・別府駅

⑱新幹線⑭在来線特急列車⑱普通車指定席⑭普通車自由席⑭普通列季

到怒後、フリータイム

交通矧まお客様の
ご負担となります。

復路は往路の逆となります。

名古屋大変お得な
のぞみクリーン車利用プラン

お1人様片道／大人・小人同願

4，800円

繁忙期及び腰定外列車 6，000円

隈定列車（繁忙期以外）

繁忙期く12／27～1／5〉

及び限定外列車

ことも代金博多邪発着12，400円引き、小倉即発着11，700円引き
■1泊2日基本代孟大人おひとり様（JR【博多・小倉～名古屋】＋宿泊セットプラン） 

西紺ルーフ �フホ痢 � �ヽ　　　　　匠正匝司（09070）【！毒 

：碧努無官讐詳認讐誤㌍警誌　◎国囲旧矧こ這遷）田要TEL囲（、別 

l出発日 �入室人員 �字 す �博多駅発着 �中老脈発着 �延泊代金 全日 �全日 �全日 

慄J � �タ 44 �29，000円 �27，600円 �4，200円 1名1室 ��31，200円 �29，800円 �6，400円 

国ホテルサンルートプラザ名古屋　幽（05081）紬

：要警砦讐警笛崇雪苦笑卜′川。。　　田園（刑）囲旧出）箇（棚）
出発日 �入室人員 �字 す �博多 �駅発潜 �小倉駅発着 ��延泊代蓋 

平休日 �休前日 �平休日 �休前日 �平体日　暮　休前日 

10／1～3／30 �2名1室 �50 �29，900円 �30，600円 �28，500円 �29，200円 �5，100円 �5，800円 
1名1室 �40 �31，100円 �31，600円 �29，700円 �30，200円 �6，300円 �6，800円 

霞諸避努，。警画‘03861）習茫
出発日 �入室人員 �嬰 �博多駅発着 �小倉駅発衝 �廷泊代金 

リ �全日 �全日 �全日 

10／1～3／30 �2名1室 �52 �29，900円 �28，500円 �5，100円 
1名1室 �41 �31，400円 �30，000円 �6，600円 

圏第一富士ホテル匝錮（03780）　　帥
：警警票翳常習習莞讐字訳′1。．。。　　　田園（貸出）圏（1分）田
疎珊阪間口レイトチェックアウト1200　　　　　　　　　　　　　　　　腎許

出発日 �入室人員 �要 す �博多駅発着 ��小倉 �駅発着 �延泊 �代金 
平休日 �休前日 �平休日 �休前日 �平休日 �休前日 

10／1～3／30 �2名1室 �52 �29，800円 �30，400円 �28，400円 �29，000円 �5，000円 �5，600円 
1名1室 �41 �31，100円 �31，800円 �29，700円 �30，400円 �6，300円 �7，000円 

国固名鉄イン名古屋桜通師（09183）帥
：要覧三豊芳訝篭碧雲雪男ト′1。‥。。　　　　◎田囲囲（1分，

出発日 �入室人員 �要 す �1　　1鴨多 �lR発き■ �小倉駅発議 ��延泊代孟　　　J 
暮　平休日 �体前日 �平休日 �休前日 �t　平休日 �休前日 

10／1－ 3／30 �2名1室（ダブル �l44 2～ �30，500円 �31，000円 �29，100円 �29，600円 �5，700円 �6，200円 

ll名1室 10／9－13・2 ��－33．500円 26、11／7－9、 �134，000円 �132，100円 、3／8 �132，600円 �18，700円 �19，200円l 

回国ダイワロイネットホテル名古屋駅前幽（09038）因500円l

：要覧砦芳翳許諾聖霊苦笑ト′1，．。。　　　　　匡l囲薗（1分，
出発日 �入室人員 �力 喜 tJ �1事多脈発雷 ��1　　　小t併発■ ��t　　　　延泊代孟 

平体白l休前日 ��‡　平休日 �休前日 �l平休日　t　休前日 

10／1－ 3／30 � �f42 �31，400円 �31，900円 �30，000円 �30，500円 �6．600円 �7，100円 

ll名1室 ：10／12・13 ��133．900円 �134．700円 �132．500円 �133．300円 �19．100円 �19．900円 

寧翠ヨ名鉄ニューグランドホテル幽（05494）臥2（岨
■交通／JR名古屋駅太閤通 ■チェックイン／14：00● ���口より徒歩1分 チェックアウト／11：00 ����田園（別）薗（1分） 

出発日 �入室人員 �窒 リ �†▼多IR発1■ ��1　　　小l �駅発】■ �I　　　延泊代芸 
暮　平休日　‡休前日 ��平休日　‡　休前日 �� 

10／1～3／30 �2名1室 �52 �32，800円 �33，500円 �31，400円 �32，100円 �8，000円 �8，700円 
ll名1室 0／11～13、 �】41 11／ �133，800円 4 �134，700円 �‡32，400円 �133，300円 �19，000円 �19，900円 

匠固名鉄グランドホテル帥（05492）臥3（嘲
：要禁書努腎野謡讐雪男卜′11．。。田匪靴レベーター闇）囲胤）囲（2分）

出発日 �入室人員 �葺 �†■雪月肌頚臼■ 平†木田l休前日 ��小1■■R菜－ ��　延泊代芸 年休t∃　主体前【∃ 

10／1－ 3／30 �3名1室 �53 �32，400円 �33，600円 �31，000円 �32，200円 �7，600円 �8，800円 
2名1室 ��34，100円 �35，100円 �32，700円 �33，700円 �9．300円 �10，300円 

1名1室 0／11－13 �41 �35，100円 ��33，700円 ��10，300円 

王．剥　　　　l ��lt　　l‡　　‾　　闘4600691（04127）＝；姜 

‡要警男君莞野望ヲ至3欝措2‥。。聞㊥田園囲圏 
（朝刊）　　（3分） 

出発日 �入室人鼻 �カ 茎 リ �†専多駅発蒼 ��小倉駅発き書 ���延泊代孟 
平休日 �休前日 �平休日 ��休前日 �平休日 �休前日 

10／ト10 �3名1室 �73 �35．800円 �37．800円 �34．400円 ��36．400円 �11．000円 �13　000円 
2名1室 �52 �40．300円 �41．300円 �38，900円 ��39，900円 �15．500円 �16．500円 

3／16～30 � �66 �38．800円 �39，800円 �37．400円 ��38．400円 �14．000円 �15，000円 1名1室 ��44，500円 �46，000円 �43，100円 ��44，600円 �19，700円 �21200円 

12／ト20 12／25－28 �3名1室 �73 �34，000円 �37，800円 �32，600円 ��36，400円 �9，200円 �13，000円 
2名1室 �52 �38，300円 �41，300円 �36，900円 ��39，900円 �13，500円 �16，500円 

66 �36，800円 �39，800円 �35，400円 ��38，400円 �12．000円 �15，000円 
1名1室 � �43，500円 �董46，000円 �42，100円 ��44，600円 �18，700円 �21，200円 

12／29・30 1／2 �3名1重 �73 � �� ��� 2名1室 �52 �42，000円 ��40，600円 ���17，200円 

66 �40，300円 ��38，900円 ���15．500円 
1名1室 ��46，500円 ��45，100円 ���21，700円 

3名1室 �73 �40，000円 ��38，600円 ���15，200円 

2名1室 �52 �43．300円 ��41 �900円 ��18、500円 

り1、3／8 � �66 �41．300円 ��39 �900円 ��16，500円 
1名1室 ��48，800円 ��47 �400円 ��24，000円 

艦遷紀州鉄道名古屋栄ホテル
：亨警讐‡警官禦ぎ㌔要豊栄粁宇雷。。　　　園田囲憤出）薗（1分）
出発lヨ �入室人員 �窒 �1専多駅発ヲ書 ��小倉駅発■ ��延泊代金 

10／1～ 3／30 �2名1室 �57 �28，900円l29，400円 ��27，500円l28，000円 ��4，100円l　4，600円＿ 

44 たる �28，400円 �28，900円 �27，000円 �27，500円 �3，600円 �4，100円 
1名1室 ��29，400円ね900円 �l30，400円 適用となリ �28，000円l28，500円 ます。 �l29，000円 �4朋0円l5，100円 �l5，600円 

巨吾烹▲・よご語雫三㌔一■・宝．■甲■田野叫∴‥」
西畑入日㈲平議警笛哩⊥』遥竺笠坦＿⊥粗是竺悪踊－

ロ名古屋栄東急イン巨匠四460074血122）

：至警誓言翳曽警欝禦誤㌍常温　伊野翳滑　田 ��������囲囲（1分） 
出発l∃ �入室人員 �窒 �T！■ヨシ■H発1■ ��ユ　ー‾！－　▼ ��延5白1－℃ヨ≡ ，　　岩　肌細 �� ��閉　　　＝　王 

10ノ1－11／7 1／4～3／30 �2名1室 �52 �30，900円 �31．400円 �29，500円 �30，000円 �6，100円 �6，600円 

1名1室 �41 �32，700円 �33．200円 �31，300円 �31．800円 �7，900円 �8400円 

11／8・9 12／31－1／3 �2名1室 �52 �33，200円 ��31．800円 ��8，400円 

1名1室 10／11－13 �41 �34，200円 ��32，800円 ��9．400円 

匹ヨヒルトン名古屋繋夏旺鮎鴛慧匿：圃
；芋警讐‡警告欝等諾喜界砦諾誌JR名古屋駅よ。無料”トルハスあ。園田楕科）匪（貸出）薗（1別

出発白 �睾人員 �婁 冒 �「・－ 平仰：日 �駅尭】■ 　体育百日 �　りヽ1 平休日 �】沢発1■ 　体育百日 �　撞き自 平休日 �代五 体前日 

12／ト20・25－27 1／26～31 �3名1室 �56 �31，800円 �34．800円 �30，400円 �33，400円 �7，000円 �10，000円 

2名1室 �56／66 �33，800円 �37，800円 �32，400円 �36，400円 �9，000円 �13，000円 

1名1室 ��39，300円 �43，800円 �37，900円 �42，400円 �14，500円 �19，000円 

3／23－28・30 �3名1室 �56 �32，800円 ��31，400円 ��8，000円 

2名1室 �56／66 �34 �00円 �33，400円 ��10，000円 

1名1室 ��40， �00円 �38，900円 ��15，500円 

川810 12／28－30 3／29 �3名1室 �56 �34 �00円 �33，400円 ��10，000円 

2名1室 �56／66 は休前日 �37， �00円 �36，400円 ��13，000円 

1名1室 料会、1／2 ��43 �00円 �42，400円 ��19，000円 

【ヨ名古屋観光ホテル図46⊂灯喝（04124）　馴咄

：要覧讐‡禦雷雲去0監禁欝許2・。。丁胃≡禁深詔甘田匿（嗣廟貸出，画（、分，
出発日 �入室人員 �之！ 盲 �I暮琴 平わk【∃ �丁・‾て・ 　休前日 �／jゝ1■「 平体【∃ �lR発1■ 　休前lヨ �　延泊 半休R �代釜 ItInF1 

10／‘トー 11／30 �2名1室 �52 �34，400円 �36，400円 �33，000円 �35，000円 �9，600円 �11，600円 

1名1室 �41 �35，500円 �37，400円 �34，100円 �36，000円 �10，700円 �12，600円 

12／1－ 3／30 �2名1室 �52 �33，400円 �34，900円 �32，000円 �33，500円 �8，600円 �10，100円 

1名1室 �41 2／3 �34，700円 1、1／1、3／8 �35，900円 �33，300円 �34，500円 �9，900円 �11，100円 

田ホテルキヨシ名古屋（本館）図460叫（05025）固600円l
■交通／地下鉄名域線素別院駅2番出口すぐ
■チェックイン／15：00　● ���チェックアウト／10：00　　　　　　　　』劃岨（壱矧こ設置）l』』（1分） 

出発日 �入室人鼻 �要 す �l　　r一一・一‘‾！・ �1　　　　」ヽ1■小繋－ �蓼　　　　　辿泊代；症 
l　　　　　全日 �全日 �t　　　　　　全日 

10／ト｝ 3／30 �2名1室 �52 �29，500円 �28，100円 �4，700円 

1名1室 �41 �29．800円 �28，400円 �5，000円 

田と，．一、

田ANAクラウンプラザホテルクランコ小名古屋帥（08764）臥00叫
■交通／JR中央線・地下鉄 ■チェックイン／14：00● ���名城線金山駅南口すぐ チェックアウト／12：00 ����田匿（削，圏（1分） 

出発日 �入室人員 �菖 �丁■多併発瀾■ ��小1■駅発擢■ ��延三白代芸 
平休日 �事　　件前El �平体lヨ �休百万日 �平休日 �休前日 

10／1～31 �3名1室 �53 �34，800円 �36，900円 �33，400円 �35，500円 �10，000円 �12，100円 2名1室 ��35，800円 �37，800円 �34．400円 �36，400円 �11，000円 �13，000円 

1名1室 �41 �40，400円 �41，400円 �39，000円 �40，000円 �15，600円 �16，600円 

11／1～3／30 �3名1室 �53 �33，700円 �35，900円 �32，300円 �34，500円 �8，900円 �11，100円 2名1室 ��34，800円 �36，900円 �33，400円 �35，500円 �10，000円 �12，100円 

1名1室 ／12・13、1 �41 2／2 �39，100円 1－24・31、り �40，400円 1 �37，700円 �39，000円 �14．300円 �15，600円 



■乗宗・横浜　ホテル一覧
＝凋■闇－

品　　川
品川プリココ爪テル（イーストうウ一・メイコうウ一・アネリつコうウー）

高輪棄武ホテル

奉画室奉れヲルクレイコリー田町

漢和　町

銀　　座

ラ七にパ甘テルラ兵稚8丁

フート爪ヲルコ浜椎田

ホテルウコルート新穂

爪ヲルコニッ新橋

第一mラルフネッウコ

第一爪ヲル東京

銀座キロどうル爪テル（本館）

リラリア西鉄爪ヲル銀座

爪テルモコトレヨtコールギコヴ

爪ヲルコ山プ銀座

ii由由由i車削紺前傾京
パール爪テルハ≡洲

東京即　　　ハ重洲冨土屋爪ヲル

丸ノ内爪テル

芦≒軽重妻萱準等琴西誤イコ日本橋
秋菓原　　　レ山秋菓原

浅　　学

東武爪ヲルレパコト索京
口リラシライホテル錦糸町

爪引U京阪浅学

譲等ビュー爪ヲル

ii廟ii爪ヲlUつうつドシティ
西鉄イコ新宿

新　　宿
新宿ウシコトコ爪ヲル（本館）

新宿プリココホテル

京王つラヴ爪ヲル

渡合索急イコ

爪ヲルコ＝り渋舎

水道橋　　　東京ド一山爪テル

ii繭ii爪テルメトロポリヨコエドモコト（本館イーストウイココ）
赤　　坂　　　赤坂エつセル爪テル東急

華華頭華準寧舅西鉄イコ蒲田
吉祥　寺　　　喜符等東急イコ

▼　　　　　　　パレス爪デル立川

幕　　張　　　爪ラルフプリつつコ誇張

頑Jルコ苗ヲル大喜
新橋上演

訊Iな　と　訊L　ら　い

新横浜プリココ爪ヲル

コート爪テル新横浜

爪テルつ∋山／コスモY．

爪到U手中メロットジ中日コ

横浜マコうリコ爪テル

横浜桜木田ウシコトコ爪ヲル

＝ユー刀－う＝イコ横浜

爪ヲルニューつうつド

爪ヲルモコトレ横ラ兵

ヨコJlマプラコドイコ9－ココきネコうル爪ヲル

横浜ロイウルJT一つホヲル

旅行条件のご案内

博多馬尺屋」ニ馬主車I募●づヽ倉馬尺
事旨走馬主車場書墟弓lサ－ビス

●博多駅ご利用の場合
博多駅屋上駐車場が1，000円（1日あたり）にて利用できます。
（割引券受取場所：新幹線博多駅中央改札内精算所及び新幹線博多駅4F馬主車塙事務所）

●小会駅ご利用の場合
スミックス浅野駐車場が3日間無料（72時間）4日間（72時間）以降は、別途料金がかかります。

（割引券受取場所．新幹線小倉駅精算所）
※駐車場が満車などでご利用いただけない場合がありますので、ご了承ください。
」Rの往復きつぶを割引券受取場所にて提示してください。

日

券種船車券
（周遊引換券）【48】

費用項目船車券
（周遊引換券）【634】

クーポン発券

※下記のこ案内は、旅行業法第12条の4による販引

この旅行は＼西鉄旅行様式会社（以下「当社」と云う）が企包努来し冥伍する企頭旅行で、お軍使は当社と雰築型企函旅行契約（以下「旅行契約Jと云う）を衿紹

する郡になります。当社はお宮そ如く当社の定める篤行日程に従って逆送宿泊惚問その他の旅行サーヒスを受ける琴ができるほに手配し、旅程管確をする頂
を弓lき更けます∩

臨行契約の内岩条件は、苗コース毎に開示してし、る蕪件の軋下記条件及び当社の旅行業象勺黙によります．当社旅行責的託をご蕾望の方は当社にご請求下
さい。

＝・旅行の申込み及び旅行契約の成立
日）所定の申込罠に所定郡頂を記入の上申込量を澤えてお申込み下さし㌧申込金はT旅行代金」「取消料」r逆的料」それぞれの一部又は全部として耶乱、ますっ

（2）竃話等の逆倍手段にてこ予泉勺の蟻会、当社が予約を承諾した臼の翌日から退田して3日以内に申込己の提出と申込金のお支払いが必至です．
（3）お冨伐との旅行契約は、当社がご予約を承汚し申込蓋の受領をもって契約の成立となります。
（4）申込墓（おひとり便）はコース毎に記齢した蓋韻文は旅行代金の20％相当訂（但し百円未完は切り捨て）となります。

…2・旅行代会のお支払い期限及び旅行代叢の適用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　】

（1）旅行代蓋は、旅行開始日の前日から起許してさかのぼって14日日に当たる目前までにお支払い下さし㌧

（2）旅行代全は、各コース軌こ記載しています。ご出発日とご利用人数（入室采件）でご祷認下さい。
（3）コ‾ス手引こ料こノ王統がない喝合、旅行出発日現在満12穏以上は大人代怠、箔6歳以上（餌室悌利用コースは3蔦以上）12戊未満の方は、ことも代盆になり

ます。

（4）こ予約人芸封こ変更が生じた照合は、係る入室入墨え条件の旅行代金に変更させて鮎きます。

（例大人4名でご予ゝつの内、大人1名の′ニ良が生じた喝合は、大人3名入室時の旅行代会運用になります。）

3・旅行代金に含まれるもの及び含まれないもの　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　】

（1）摂行日程に開示した交通侶間の運賃料金、宿泊料会、余市料蓋、猥光料金、消哲税、その他が含まれます。
（2）旅行代金に含まれる頸用の内、運送機関の利用等拙芸指に注絹がない閤りエコノミークラス利用となります。
（3）旅行日ほに開示した以外の交通費、飲食費及び朋光哲、個人的な飴色貴通信田、サービス料、狩用個室利用追加代金、希望告のみが草加するオプショナル

ツアー代金は旅行代金には含まれません〔

4・旅行契約内写及び旅行代金の変更　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　】

（1）当社は天災地変、運送宿泊穏閲等のサ1ヒス提供の中止、当初の逆行腰）計画によらない逆送サービスの提供その他の当社の閲与できない事由が生じ
た1舅合、契約内百を変更する事があります。またその変更に伴い旅行代会を変更する事があります。

（2）琶しい慧斉昭聖の変動により通常予想される程髭を大沼に超えて利用する逆送板閲の浬賃料蓋の改定があった場合は、旅行代蓋を変更する肇がありま
す。班毎の場合は臨行間始巳の前日からま己ロしてさかのぼって15日目に当たる日より前に通知します。

（3）（お客様の交琶）お宅仇ま当社の承諾を得て所定の手欽料をお支払戴く事により、交漬する軍ができます。

5．お寒様による旅行契約の解I韓

日）お容榛のこ都合で旅行契約を贋隠される腸合は下記の取消料をお支払戴きます。お取消しの逆報は、旅行の申し込みを空けた版売店の営業日引口内にのみ
お受けします。

（2）当社の芦任とならないコーンの手続き上の平由による取消しの哨合も下記取消料を配望ます。
（3）下云己の照合は＼取消料は戴きません。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　①

当拙こよって旅行契約田富に以下に例示する亜要な変更が行われた日も（a）旅行閲結日又は終了日の変更。（b）弧光地、観光娼設、その他の目的地の
変更。（C）運送磯閲の種用又は運送全社の変更〔（d）運送憺間の「設備及び等豪別のより低いものへの要望。（e）宿ノ自随喜豊の変更㌔（り箔′釦遺設の冨

室の相遁設備誓紙の変更。

②上記4－（2）の規定に塁づき旅行代金が増訂された1窮合。③当社が確定日程表を表記の日までに交付しない甥合。㊤当社のロに描すべき弔由により
当初の旅行日椙濁りの冥清が不可陥となった日石。

解秩時期など 旅行馳幾日の前日から　蔓014日日に当たる臼以前 起算してさかのぼって　皆目3日白に当たる自以降88日に当たる日まで �無　　　　料 

16・当社による旅行契約の般陪　　　　　　　　　　‾‾　　■1‾【　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　‡

次の唱合、当社は旅行契約を解株する肇があります。ト郡例示）
（1）旅行代会が所定糀日までに支払われない描合。当社は当該綱目の翌日に於いてお富桟が旅行契約を舅隠されたものとし、上［己当註解浣日の取消料を違約

料として鍔きます。

（2）誉加告が罠少運行人n（パンフレット記鮎の人員）に満たない蟻合。この哨合は、旅行耶指日の前日から起算してさかのぼって13日日に当たる日より前に

通知します。
（3）申込み条件の不運合及び病気、団倖行動への支僚その他の三塁由により旅行の円′？な実篤が不可隠鋸も

賢鴛◎西鉄旅行塵慧警窒晋書簡嬬㌦憬旺会員
（観光庁長官登録旅行業第579号）福岡市中央区薬院3丁目16－26一般社団法人日本旅行業協会正会員

！7・添乗員等　　　　　　　　　　　　　　　　‾YY l

（1）『人型ブランは涛乗員巧は同行いたしませ／し。お副長が旅行サーービスの掛供を空けるために必要なクーポン券』をお′蔦しいたしますので、旅行サーヒス
の提供を軌丁るための手続きはお等憎こ白日で行っていただきます。

（2）現地語乗員が同行しない区間及び現地仔nが業務を行わない区間において、栗天イ美等によってサーヒス内富の変更を必要とする事由が生じた場合にお
ける代臼サービスの手記及び必要な手続きは、お冨桟ご自白で行っていただきます。

8・当社の千住及びお寒様の責任　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　】

（1）当社は当社又は手配代行宅がお富枝【こ描吉を与えたE引ま頂告を躇侶致します。（お荷‡別こ間保する賠償旧恩和は15万円）但し天災地変、運送宿泊機関の
郊紋毒しくは火災運送機関の深ま壬、不用又はこれらの為に生する旅行日程の変更若しくは旅行の由止、伝染王制こよる『軋自由行動中の事故、食中汲述
黒などの甥合はその白仁を負いません。

（2）当社はお言様の紋窃又は過失、法令若しくは公序良個に反する行為により当社が損容を禎った絹合はお客様からほ害の賠償を申し受けます。

麺二二二二二二二二＿＿二二「二二二二＿＿二二二「二二二二二l
当社はお客ほが当旅行草加中に、急′削、つ謂無在外采の郡芯により生舌、月俸又は手荷杓に篭った一定の拍害について、旅行業的；摘別括償規定により、一
定の捕侶蓋及び入院見舞金を支払います。

【回内旅行漬3保険加入のおすすめ）上記緋膚では、招汽治療等については充分な抗慣がありません。安心して旅行をして戴く為に、別途［僅負債隕］を掛
けられる†烹お勤めします。　★★当社にて取扱いができます。書等娼しこついては係員にお尋ねください。★★

旅行日々引こ5－（3）－①に招ける蕊堅な変巴が行われた頂合は、旅行差的謀（企画旅行契約の胃）の規定により、その変更の内百に応じて旅行代金の1％～5
％に相当する苛の変更補償金を支払います。但し1旅行契約について支払われる変更補償蓋の田は旅行代会の15％を尻腰とします。又1旅行契約についての

変更捕償金の前が千円未満のi員合は、変更補償金は支払いません。変更托償金の算定塁躍となる旅行代蓋とは、追加代金を含めた代会朽です。

11・その他　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　j

川添乗員同行の石語は、呂コース軌こ宗示しています。なお涛兵員が同行しないコースの旅程ロⅠ翌糞瀬を行う当寺士の浬箱先は、西嶺旅行（株）商品企画部
みちくさセンター（092）524－3551です。

（2ほ災柏空、完投条件（台風持つ大雨など）、郡故などの影響で廻送穏問の退廷不通により生じる代旨運送交通費の≡詔廷泊宿泊だ負郡代などの旅
行代金に含まれない岩吉頸用はお宅帽の負担となります。

（3）当社はいかなる場合でも、旅行の再実施は致しません。
（4）亭旅行条件は、平成25年8月1日現在を重準日としております。

●当寺土及び下郡販売店」欄記垂竜の受託旅行業若は、旅行申込の澤に提出された申込日に記銘された匂人椅矧こついて、お宅様との連泊のために利用させ
ていただくほか、お冨t紬でお申し込みいただいた旅行において逆送宿ノ自憎閲等の提供するサーヒスの手記及びそれらサービスの受領手絡こ必要な範国
内で利用させていたたきます。その他（1会社及び会社と提携する企業の商品やその他キャンペーンのご案内。（2）旅行き加彼のご哲見やご怨悪の提供の
お矧パ（3）アンケ‾トのお用い。（4）特典サービスの尉共。（5）統計賃料の作成。しこお富侍の個人情報を利用させていただくことがあります。

●当社は旅行先でのお宅ほのシヨツピンク等の便宜のため、当社の保有するお客様の個人データをデューティーフリーシヨツパーズなどの土産店に提供す
ることがあります。この蟻合、お筈樺の氏名、搭乗される航空便名を、あらかじめ電子的方′責苛で送付することによって提供いたします。なお、提供の停止を
希望される唱合は、出発の1‘ユ目前までにお申し出下さい。

●お申込み・お問い合わせは

受託販売


